
「おじちゃん来年も来てくれるん？」
自身の呼称に若干の抵抗を感じつつも、この言葉と笑顔に気合い十分
望んだ恒例イベント「建網漁」。
その模様を写真とともにお届けしたいと思います。

イベント開催日は海の日の前日、7月19日（日）。
予報は曇りのち雨みたいな微妙な天気、でしたが子供たちの笑顔で雨
は吹っ飛び・・・
なんだか快晴（？）だったような気がしてきました。

「建網漁」を名乗るこのイベントですが本来の漁とは違いちょっとばか
りの不自然さを感じます。
どのように不自然かというと　．．．．．

◎ 捕獲される魚が数が異様に多いこと。
◎ 魚が立て網にちっとも引っ掛かっていないこと。
◎ 河川に放流しているのにすべて海水魚であること。
などです。
なぜそんな事が起こるのか。

理由は至極簡単、人為的に魚を放流し、それも児童一人一人に行き渡
る数量をふまえて放流しているからです。
魚種は主にタイ、ハマチ、アジでときどき珍品にあたる幸運な子も出る
といった具合に調整してあります。
森松水産冷凍はそういった少し大人な事情をカバーし、イベントを成
功に導くという使命を負っている訳です。

なにはともあれ、搬入などの準備はすでに顔を赤くしたお父様方がよ
ろよろテキパキと済まし、
あとはスタートの合図を待つまでとなりました。

私は昨年も参加し児童に混じって魚を追い回したくちなのですが、熱中
しすぎてうまく写真がとれず悔しい思いをしました。
リベンジとなった今年は、スタートと同時に覗いたファインダーに写る風景
の中で、去年に比べて格段に進化した子供達の存在に気がつきました。

↓去年までは皆、こんな感じだったのに。

児童の網が明らかにレベルアップしていました。　　（次のページへ）
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写真は次々に捕獲された魚を活〆している社員。

今年は水位が予定より低いこともあり、子供達より逃げる魚の援護に回っ
て、このイベントを簡単に終わらせたくない主催者側の気配りも垣間見るこ
とが出来ました。

あっという間にすべての魚は巨大網の餌食となってしまい、待ち受けるお
母さんのクーラーボックスへ・・・
それでも無事終了したあとにはほどよい疲れと満足感の混ざった笑顔が、
いい写真になりました。

慣例とはいえこの「建網漁」に参加することで、地域の子供たちが魚に触れ
合う機会を増やし、
水産物に興味を示し、ひいては水産業というしごとに興味を持ってもらえれ
ばと私は願っています。

7月22日～24日に東京ビックサイトにて開催された『ジャパン・インターナショ

ナル・シーフードショー』に出展致しました。今回で11回目の開催となるこの展

示会には日本国内だけでなく海外からも多くの企業が出展し、アジア最大級

の水産商材の国際見本市・商談会となりました。

開催中は曇り／雨といった悪天候だったにも関わらず、来場者数は昨年の

26,882名を大幅に上回る31,165名という結果となりました。

今回は展示の他にも「国際水産養殖技術展2009東京」「漁船漁業復活支援

コーナー」「すしEXPO2009」「魚が住まう海の浄化技術展2009」といったコー

ナーも設置され、幅広い分野にわたる水産業会の展示会となり、大変賑わい

のある雰囲気でした。

会期中は、日頃からお付合いのあるお客様とご挨拶をさせていただいたり、情

報交換をさせていただく絶好の機会を持つ事ができました。また、こだわりの

プレミアブリや来島の天然魚セットに興味を持ってくださったお客様も多くい

らっしゃいました。

大変有意義な時間を過ごすことができました。

お客様お一人お一人との出逢いを大切にしていきたいと思います。

最後に来月のお知らせですが、9月11日～13日に中国杭州で開催される食品

展示会に出展することになりました。またニュースレターにてご報告させてい

ただきます。

東京展示会について
特集 2 展示会レポート
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第12回 今治市民のまつり「おんまく」が８月１日・２日に開催されました。

あいにくの天候で大雨の開幕となりましたが昼頃には曇り空になり、

なんとか持ちこたえてくれました。

２日目は少し晴れ模様で日差しが肌に刺激的でしたが無事、最終の花

火も打上がり幕を閉じました。

２日間にわたり、伝統芸能の“継ぎ獅子”や踊り（木山音頭・今治お祭り

音頭・ダンスバリサイ）で、街中が盛り上がりました。

「継ぎ獅子」とは、氏神様に日ごろ

の感謝と子孫繁栄を祈願して奉

納するもので愛媛県今治地方に

古くから伝わる県指定無形文化

財です。「三継ぎ」「四継ぎ」・・・と

ありますが、３人を担ぎあげ合計

４人からなる塔を「四継ぎ」とい

います。「ダンスバリサイ」とは、今

治で生まれたオリジナルダンス

で各自テーマ合わせた衣装と振

り付けで踊りまくるものです。年

齢や人数構成など幅広く毎年、多

彩なチームが参加します。

森松水産からも貿易部の森松亜樹さんが高校のOBチーム“Hot☆

Babies”として参加しました。

真っ赤な衣装を身にまとい、抜群のダンスで観客を魅了させてくれま

した。踊りコンテストでは、パレードの部で最優秀賞、ステージの部で

は準グランプリと“さすが”の一言につきます。

10月4日（日）のしまなみ10周年イベントの際にも今治城にてダンスを

披露することになっていますので、機会があれば是非見にきてくださ

い。11月号のニュースレターもお楽しみに...

今年の“花火”のテーマは「海道」。しまなみ海道10周年を記念して、橋

と波をモチーフにした

約9000発の花火が夜空にあがりフィナーレを華麗に彩りました。

皆様こんにちは。今回は、抗生物質OTCについてお話したいと思います。

OTCとは、オキシテトラサイクリンの略称です。

前回、抗生物質は細菌より産生されるとお話しましたが、OTCも放線菌群*

に属する細菌より産生されます。

OTCは、細菌のタンパク質合成を阻害し、抗菌作用を発揮してくれます。

タンパク質合成を阻害とは、人体には無害なのか！？と疑問をもつ所ですが、

OTCは動物の持つ真核細胞には作用せず、細菌の細胞内にある器官

（細胞小器官）にのみ、特異的に作用します。

動物には作用しないんですね！（ただ、服用による副作用もあります。病院で

処方されたOTCを服用した際に、副作用として発熱、発疹、じんましんが見

られる事もあるそうです。）

しかしながら、OTCはかなり幅広く使える抗生物質だとか・・・

森松水産が仕入れている養殖魚には使われているかな？と見てみたところ、

ハマチ、スズキ、鯛、シマアジと多くの魚に投与されていました。

この１ヶ月以内に仕入れたものの中では、使用率が最も多かったです。

多くの細菌に対して抗菌作用を発揮してくれる万能性が、重宝される秘密

のようです。

養殖魚への効能は、ビブリオ病**、連鎖球菌**による魚の死亡を防ぐとあり

ますが、これら以外の病気に対してもかなり有効です。

ただ、20年ほど前からOTC耐性を持つ細菌が出てきており、今後は万能と

いえなくなるかも・・・。

ちなみに、日本で１件だけ、抗生物質を全く投与せずに養殖をしている生産

者がいます。

何と、黒酢をサプリメントとして餌に混ぜているとのことです。

無農薬野菜や無添加の食品を販売している、宅配の業者さんが一手に仕

入をしています。

現在、養殖魚にはワクチンなどの投与を行い、抗生物質の使用量は激減し

ていますが、出来れば良質で栄養価の高い飼料で抗生物質を全く使わない

ようにしていきたいものですね。

OTCの休薬期間***は30日間と定められています。

森松水産では、トレーサビリティシステムの一貫として、入荷した養殖魚の休

薬期間もきちんと管理していますので、皆様、ご安心して当社の製品をお求

めください！

抗生物質OTC
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オキシテトラサイクリン

放線菌* ： 土壌中に多く見られる細菌群で、抗生物質生産菌が極めて
多く見られます。
ビブリオ病、連鎖球菌** ： 魚に多く見られる病気です。養殖魚に多くの
被害を及ぼしています。
休薬期間*** ： その薬を最後に投与してから、出荷してもよい時期にな
るまでの期間のこと。この期間が守られていれば、投与した薬品は製品
に残留しないとされています。

用語集

『おんまく祭りについて』特集 3



お す す め レ シ ピ

● タコ　● 玉葱　● トマト　● 貝割れ大根
● レモン（レモン１個分の果汁で約２人前です。）　

市販のボイルタコを使用すれば、
調理時間５分のスピードメニューです。

■作り方

■ワンポイントアドバイス

■材料

ボイルしたタコを食べやすい大きさにスライスします。
レモン汁１，サラダ油２の割合で良く混ぜ合わせ、塩、胡
椒で味を調えます。
　にタコ、タマネギスライス、トマト、貝割れ大根を
混ぜ合わせれば出来上がり。

１
2

23

【タコのさっぱりマリネ】

キリトリ線

キリトリ線

小田店長
【今 月 の レ シ ピ 考 案 人 】

☆ プロフィール☆

名前：小田滝二
勤務先：すし水軍　新居浜店 店長
最近の日課：かわいい子供達と戯れること
　　　　　「９ヶ月の赤ちゃんに毎日ひっかかれとります」
店長から一言：『お小遣いなし！でも明るく元気に頑張っとります！』

森松水産からの
アンケートにご協力お願い致します。 ■ フリーダイヤルFAX

0120-317-527
+81-898-31-6527

お待ちしております。

海外からは

■ お問い合わせ

森松水産冷凍株式会社
TEL 0898-33-1772
FAX 0898-31-6527
newsletter@rumijapan.co.jp

■ 今後ニュースレター 瀬戸内からのエアメール
　の配信をご希望されますか？
　○をつけて下さい。

Yes No•

Mail
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お手数をおかけしますが、FAXまたはMAILでご返信ください。

喜びの声をお聞かせください。1

ニュースレターに載せてほしい内容があれば
教えてください。

2

ニュースレターの感想を是非。3

当社へのご意見•ご要望があればお聞かせください。4

ほしい新商品がありましたらご記入ください。5

［　　　　　   ］

［　　　　　   ］
［　　　　　   ］

［　　　　　   ］
［　　　　　   ］


